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１. はじめに

近年の日本の公立学校組織に対しては、櫻木(2011a.b.2012b.c)が指摘しているように、こ

れを｢学校経営(school management)｣という観点から捉えて、組織を運営することが求められ

ている。その背景にあるのは、学校関係者およびそれ以外の間接的な関係者(地域住民など

のステーク・ホルダー)からの要求の多様化・複雑化、成果達成にかかわる管理の強化、外

部評価の導入などである。

その結果として、日本の公立学校組織の運営には、｢PDCAサイクル｣あるいは｢目標管理

制度(management by objective)｣などのような、営利(企業)組織において実施されているマネ

ジメント施策を導入する傾向が多く見受けられる。また、学校組織を運営する主体として

の｢学校経営会議｣の機能的強化、｢学校評価書｣をHPを利用して外部へ開示するなどの取り

  * 本論文は、櫻木(2012b.c)を基本として、それを加筆・修正して再編したものである。
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組みの進展についても確認されている。さらに、学校組織における意思決定および運営機

能を拡充するために、従来からの管理者(管理職)である｢学校長・教頭｣に加える形とし

て、｢副校長・主幹教諭1)｣などの管理者(管理職)を新たに設置する自治体も増加する傾向に

ある。

<図1>は、日本の公立小中学校における教職員組織である。｢学校長｣と｢教頭｣との間に

は｢副校長｣が、｢教頭｣と｢教諭｣との間には｢主幹教諭｣が、それぞれ位置づけられている。

また自治体により、｢指導教諭・保健主事｣などの管理的機能も、併せて設置されることが

ある。営利組織においては管理階層を減少させることで｢フラット化｣を図る傾向が強いの

に対して、学校組織においては管理者(管理職)を増やすことで｢階層化｣を図る傾向が確認

される。

学校長 副校長 教頭 主幹教諭 保健主事 養護教諭

指導教諭 一般教諭

主幹教諭

(出所 櫻木2012b)

<図 1> 日本の公立小中学校における教職員組織

ところで、日本の公立小中学校の組織において、｢教諭(一般教諭)｣とは異なり、｢養護教

諭2)｣と｢事務職員｣については｢一人職3)｣としての配置が一般的である。また、これまでは

 1) ｢副校長｣｢主幹教諭｣ともに、2007年6月27日に改正された学校教育法によって、小・中学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校に設置することができるようになった新しい職位である。｢副校長｣
は各学校の判断で置くことができ、｢校長を助け、命を受けて校務をつかさどる｣ことがその職務で

ある。副校長を置くときには、教頭を置かないことも可能である。また、｢主幹教諭｣は児童生徒の

教育にあたるだけでなく、｢校長(副校長を置く学校では、校長および副校長)および教頭を助け、命

を受けて校務の一部を整理｣する。加えて児童生徒の｢養護又は栄養の指導および管理をつかさどる

主幹教諭｣を置くこともできる。指導教諭は、自ら児童生徒の｢教育をつかさどる｣とともに、｢教諭

その他の職員に対して、教育指導の改善および充実のために必要な指導および助言を行う。｣とされ

る。

 2) 養護教諭は、(1)保健室に常駐して学校内における怪我・疾病等の応急処置を行う、(2)学級担任や保

健体育 科の教科担任と相談や協力して健康教育や性教育などの保健指導を行う、これらの2つの側面

を有している。以前、英訳には‘School Nurse’を使用していたものの、｢日本養護教諭教育学会

(Japanese Association of Yogo Teacher Education)｣においては、養護教諭の英訳に‘Yogo Teacher’を使用

している。本研究でも養護教諭に対して、Yogo Teacherとしての概念を尊重して同様の英訳に基づく

ものとする。
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職制上、同じように学校長と教頭との2名の管理者の下に位置づけられていた。ところが、

新制度の導入により｢養護教諭｣は｢主幹教諭｣という新しい管理者を持つこととなり、さら

に自治体により｢保健主事｣という職務を導入したことで、さらに一段の階層化という事態

が発生している。

このように養護教諭は、その職制上において、学校長、副校長、教頭、主幹教諭、保健

主事の管理下にあるものの、組織が直面する課題の内容しだいでは、｢学校経営会議｣の構

成員として参加するのみに留まらず、｢保健・衛生｣の領域においては、指導的立場を担う

ことで現実の問題解決に当たることも求められている。ところが、以前は上位に2階層のみ

の管理階層が、現在では上位に4~5階層と変化したことで、その｢仕事意識｣あるいは｢仕事

行動｣に対して、何らかの変化が発生していることが考えられる。

本研究の目的は、日本の公立の小中学校組織における養護教諭を研究対象として、その

モティベーションに対する｢メタ認知4)｣と、学校長のリーダーシップ行動に対するメタ認

知を分析することで、その傾向と課題とを抽出し考察するとともに、養護教諭の能力開発

にかかわる基本的視座を提示することである。

２. 研究のフレーム・ワーク

<図2>5)は、本研究のフレーム・ワークである。組織成員(本研究では養護教諭を仮定す

る)は、｢仕事環境(本研究では主に学校長のリーダーシップを仮定する)｣に対する｢認知｣、
｢属性｣に対する｢認知｣から、自分自身の｢モティベーション｣を規定する。次に、｢モティ

 3) 一人職とは、組織に配属される人数(定員)が1名の職種である。日本の公立小中学校においては、養

護教諭と事務職員とは一人職としての配属が一般的である。

 4) メタ認知とは、自己の認知活動を客体視して、それらの活動を評価して行動を制御するプロセスの

総称である。メタ認知を有効に機能させるためには、自分にとっては何が問題であるのかを明確に

理解できる能力が必要である。また、メタ認知の高いことは、その組織成員が課題を達成する際に

有効な要因と考えられる。

 5) このフレーム・ワークを構成する各概念のなかで、網掛けで示したものが、本研究における観測変数

として仮定されるものである。ここでは、モティベーションとは、｢ある方向に向かって個人の行動

を喚起し、その行動を持続させるプロセスの総称｣であると定義している。個人の｢成果(performance)｣
は、｢モティベーション｣と｢能力｣との２つの要因の函数関係にあり、｢Ｐ(performance)＝ｆ

(ability×motivation)｣と表現することができる。また、リーダーシップとは、｢集団に対して目標達成

を促す影響力のことであり、リーダー(leader)とフォロワー(follower)とのダイナミクス(dynamics)｣と
定義する。
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ベーション｣と｢能力｣とが実際の｢仕事成果｣を規定する。その｢成果｣を｢評価｣されることで

何らかの｢報酬｣が決定される。その結果に対する｢認知｣が機能(フィードバック・ループ)

することで、｢学習メカニズム｣が形成される。

そして、それが次回の｢モティベーション｣を決定することになる。また、｢モティベー

ション｣と｢能力｣とは｢成果｣を直接規定する要因であり、それらは相互に影響を及ぼす関係

でもあると仮定される。

仕事環境(学校長のリーダーシップ行動)

認知 モティベーション(意識＋行動) 成果

能力

評価・報酬

属性

(出所 著者作成)

<図 2> 本研究のフレーム・ワーク

本研究では、このフレーム・ワークを構成する各要因の中から、｢属性｣、｢仕事環境｣、｢
モティベーション｣にかかわる概念をそれぞれ変数化して抽出して、分析、考察をするもの

である。

３. 研究方法と調査概要

本研究では、日本の公立小中学校の養護教諭の仕事環境、仕事意識、仕事行動に関し

て、これを数量的に抽出、処理して、統計的に分析している。ここでは、養護教諭の意識

と行動の特徴を抽出するために、調査対象である養護教諭に対して、質問紙によるアン

ケート調査を2回実施6)した。

 6) 本研究ではメタ認知にかかわる分析を実施するために、観測変数であるモティベーション、リーダー

シップ以外は、統制変数として機能する方がより精緻な分析が可能になると仮定する。本調査では

身分(公務員)、勤務形態(常勤)、職種(養護教諭)、性別(女性)、調査方法(回答方法・回答時期)などが

全て統制変数となるため、抽出された分析の結果の有効性は高いものといえる。
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第1回調査(2010年)では、その結果についてモティベーション、リーダーシップを主要概

念として統計的な分析を実施している。第2回調査(2011年)では、第1回調査と同様の統計

的な分析を実施するとともに、第1回調査の分析結果に対する｢メタ分析｣を実施している。

本研究における2回のアンケート調査の概要については、次の通りである。調査対象である

養護教諭については、全員が女性であることから、｢性差(性別の差異)｣による影響を考慮

する必要はないといえる。

［第1回調査］

　調査名 養護教諭の皆さんの意識と行動に関する調査

　調査対象 平成22年度A県養護教諭修会に参加した公立小中学校養護教諭

　調査方法 質問紙(アンケート)調査　研修当日に配布し終了後に回収

　調査日 2010年12月

　調査内容 回答者属性(5問)　仕事意識・行動・仕事環境(55問)　

　有効回答 156(性別－女性156)

　年齢階層 20~29歳38(24.4%)　　30~39歳33(21.2%)

　 40~49歳52(33.3%)　　50~60歳33(21.2%)

　 終学歴 高専・短期大学98(62.8%)　　大学58(37.2%)　

　学校長性別 男性136(87.2%)　女性20(12.8%)

［第2回調査］

　調査名 養護教諭の皆さんの意識と行動に関する調査

　調査対象 平成23年度A県養護教諭修会に参加した公立小中学校養護教諭

　調査方法 質問紙(アンケート)調査　研修当日に配布し終了後に回収

　調査日 2011年12月

　調査内容 回答者属性(8問)　仕事意識・行動・仕事環境(35問)　メタ認知(10問)

　有効回答 208(性別－女性208)

　年齢階層 20~29歳47(22.6%)　30~39歳39(18.6%)

40~49歳73(35.1%)　50~60歳49(23.6%)

　 終学歴 高専・短期大学128(61.5%)　大学74(35.6%)　大学院6(2.9%)

　学校長性別 男性180(86.5%)　　女性28(13.5%)
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質問項目 F1 F2 F3
この仕事(職場)を辞めたら、損をするように思う 0.62398 0.22146 ‐0.19332
仕事の達成の後、心地よい疲労を感じている 0.61846 ‐0.05244 0.28033
この職場に、愛着を感じていると思う 0.61045 ‐0.01797 0.11730
立派な仕事や優れた業績を残したい 0.30655 0.70510 0.03683
自分の仕事分野で第一人者になりたい ‐0.02033 0.68982 0.25177
すすんで新しい仕事に取り組んでいる ‐0.02117 0.22994 0.60977
仕事に対して意欲的に取り組んでいる 0.40768 0.04731 0.56788

４. 分析と考察(1)－養護教諭のモティベーションに

対するメタ認知

初に、養護教諭の仕事成果にかかわる出力変数である｢モティベーション｣および隣接

概念である｢コミットメント｣について、因子分析7)を実施(表1)した。ここでは、モティ

ベーションとコミットメントの構成概念と仮定される質問を10問設定している。

第1因子の固有値は2.93811であり、｢この仕事(職場)を辞めたら、損をするように思う｣
｢仕事の達成の後、心地よい疲労を感じている｣｢この職場に、愛着を感じていると思う｣の3

項目から構成される。この第1因子については、｢コミットメント｣因子とする。第2因子の

固有値は1.57309であり、｢立派な仕事や優れた業績を残したい｣｢自分の仕事分野で第一人

者になりたい｣の2項目から構成される。この第2因子については、｢モティベーション意識｣
因子とする。第3因子の固有値は1.24521であり、｢すすんで新しい仕事に取り組んでいる｣
｢仕事に対して意欲的に取り組んでいる｣の2項目から構成される。この第3因子について

は、｢モティベーション行動｣因子とする。これら3つに因子による累積寄与率は40.846%で

ある。この結果から、養護教諭はモティベーション意識、モティベーション行動、コミッ

トメントの3つを概念的に区別して認知8)していることが確認された。

<表 1> モティベーション、コミットメントに関する因子分析　n＝156

 7) 本研究の因子分析では、共通性の推定ではSMC法を、因子負荷行列の推定では主因子法(反復解法)を
使用している。また、因子数については、相関行列の固有値が1.0以上を基準として決定した。さら

に、因子の解釈のために直交回転である｢varimax回転｣を実施して、そこから抽出された因子負荷量

が0.5以上を基準としてそれぞれの因子を構成する項目として採用している。

 8) 因子分析の結果、モティベーション意識とモティベーション行動とが概念的に区別して認知されたと

いうことは、本研究におけるモティベーションの定義の論理的整合性を確認したものと考えられる。
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固有値 (相関行列) 2.93811 1.57309 1.24521
固有値 (SMC) 2.27188 0.90977 0.54906
寄与量 (varimax回転後) 1.86480 1.29246 0.92726
寄与率 (varimax回転後) 0.18648 0.12925 0.09273
累積寄与率 (varimax回転後) 0.18648 0.31573 0.40846

(出所 2010年の調査データから筆者作成)

本研究では、養護教諭の仕事成果に直接かかわる変数として、モティベーション概念を

使用している。そのために、モティベーションの2つの構成要件である｢モティベーション

意識｣と｢モティベーション行動｣の2変数を数量化している。これらから、養護教諭のモ

ティベーション意識の平均点(5点満点)は｢3.006｣、モティベーション行動の平均点は｢3.737｣
であり、2変数には0.731ptと一定水準の差異のあることが確認されている。

そして、2011年調査では、2010年調査の分析結果について、｢やる気が無いにもかかわら

ず、実際には積極的に行動する場合があること｣に対する｢自己認識(メタ認知)｣について質

問している。そして、①全く納得できない、②あまり納得できない、③どちらともいえな

い、④だいたい納得できる、⑤とても納得できる、これらの5つから1つを選択する回答を

求めている。その結果、｢全く納得できない｣8(3.8%)、｢あまり納得できない｣37(17.8%)、

｢どちらともいえない｣64(30.8%)、｢だいたい納得できる｣88(42.3%)、｢とても納得できる｣
11(5.3%)というように、肯定的な認知が99(47.6%)、否定的な認知が45(21.6%)と、肯定的な

認知が26.0pt高いという結果が抽出された。このように、養護教諭はモティベーション意識

が低い状況でもモティベーション行動は高いこと、またそのような自身の傾向に対する認

知については、一定水準以上の整合性のあることが確認された。つまり、養護教諭は自分

自身のモティベーション意識とモティベーション行動に対するメタ認知は高いといえる。

５. 分析と考察(2)－学校長のリーダーシップ行動に

対するメタ認知

次に、養護教諭から認知される学校長のリーダーシップ行動について、同様の因子分析

を実施(表2)した。ここでは、学校長のリーダーシップ行動の構成概念と仮定される質問を5
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問設定している。

<表 2> 養護教諭の認知する学校長のリーダーシップ行動の因子分析 n＝156

質問項目 F1 F2

校長は、学校運営に対して常に高い意識を持つ 0.96496 0.19390

校長は、職員に対して常に高い意識で配慮している 0.68064 0.43444

校長は、よいアイデアは前例がなくても実行する 0.64674 0.18942

困難な仕事には、校長や仲間の援助をあてにできる 0.23557 0.70757

校長と意見が異なる場合でも、率直に話すことができる 0.16082 0.63492

固有値 (相関行列) 2.81496 1.01787

固有値 (SMC) 2.38786 0.44086

寄与量 (varimax回転後) 1.89405 1.16595

寄与率 (varimax回転後) 0.37881 0.23319

累積寄与率 (varimax回転後) 0.37881 0.61200

(出所 2010年の調査データから筆者作成)

第1因子の固有値は2.81496であり、｢校長は、学校運営に対して常に高い意識を持つ｣｢校
長は、職員に対して常に高い意識で配慮している｣｢校長は、よいアイデアは前例がなくて

も実行する｣の3項目から構成される。この第1因子については、｢積極行動｣因子とする。第

2因子の固有値は1.01787であり、｢困難な仕事には、校長や仲間の援助をあてにできる｣｢校
長と意見が異なる場合でも、率直に話すことができる｣の2項目から構成される。この第2因

子については、｢サポート行動｣因子とする。これら2つに因子による累積寄与率は61.2%で

ある。この結果から、養護教諭は学校長のリーダーシップ行動を、積極行動とサポート行

動とに、概念的に区別して認知していることが確認された。

養護教諭が認知する学校長の｢積極行動｣の平均点(5点満点)は｢3.647｣、｢サポート行動｣の
平均点は｢3.638｣であり、2変数には0.009ptの差のあることが確認されている。このよう

に、学校長のリーダーシップ行動については、養護教諭からの認知の高さには、ほとんど

差異のないことが理解される。

そして、学校長の｢積極行動｣・｢サポート行動｣が、それを認知した主体である養護教諭

の｢モティベーション意識｣・｢モティベーション行動｣と何らかの関係があるのか、それと

も独立であるのかについて、｢相関分析9)｣を実施(表3)した。

これらの一連の相関分析では、5%有意水準のZ値は、Z(0.975)＝1.959964、1%有意水準の
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Z値はZ(0.995)＝2.575829、という数値(基準値)が確認されている。つまり、抽出された｢同
順位補正Z値｣が基準値よりも高いならば、2つの変数の間には一定水準以上の｢相関関係｣が
あるものといえる。

相関分析の結果、学校長の｢積極行動｣と養護教諭の｢モティベーション意識｣および｢モ
ティベーション行動｣との間には、同順位補正Z値＝0.02823＜Z(0.995)＝2.575829、同順位

補正Z値＝0.46964＜Z(0.995)＝2.575829というように、何らかの統計的に有意な相関関係を

確認されていない。

また、学校長の｢サポート行動｣と養護教諭の｢モティベーション意識｣との間には、同順

位補正Z値＝2.648863＞Z(0.995)＝2.575829、同順位補正P値(両側確率)＝0.008076＜0.01と、

1%水準の統計的に有意な｢正の相関関係｣のあることが確認された。ところが、学校長

の｢サポート行動｣と養護教諭の｢モティベーション行動｣との間には、同順位補正Z値＝

1.254537＜Z(0.995)＝2.575829のように、何らかの統計的に有意な相関関係を確認されてい

ない。

<表 3> 学校長のリーダーシップと養護教諭のモティベーションとの相関分析 n=156

学校長リーダーシップ 積極行動 サポート行動

養護教諭モティベーション 意識 行動 意識 行動

順位の差の2乗和 613623 622297.5 472486 528407.5
相関係数rs 0.030167 0.016457 0.253234 0.16485
Z値 0.375577 0.204888 3.152744 2.052371
P値(両側確率) 0.707231 0.83766 0.001617 0.040134
同順位補正相関係数 ‐0.00227 ‐0.03772 0.212762 0.100767
同順位補正Z値 ‐0.02823 ‐0.46964 2.648863 1.254537
同順位補正P値(両側確率) 0.977482 0.638615 0.008076 0.209647
同順位の数 22 20 17 15

(出所 2010年の調査データから筆者作成)

さらに、学校長の｢積極行動｣・｢サポート行動｣と、養護教諭の｢モティベーション意識｣・
｢モティベーション行動｣との因果関係について明らかにするために｢重回帰分析｣を実施し

た。学校長の｢積極行動｣と｢サポート行動｣とをそれぞれに｢独立変数｣として、養護教諭の

9) 本研究においては、使用する変数の分布の正規性を仮定しないために、Spearmanの順位相関分析を用

いて検定を実施している。また、正規性を仮定する場合には、Peasonの相関分析を用いて検定を実施

することになる。
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｢モティベーション意識｣と｢モティベーション行動｣とをそれぞれに｢従属変数｣とする重回

帰分析を実施した。

モティベーション意識(表4)においては、分散分析からF＝3.306441＞F(0.95)＝3.055162、

P＝0.039282＜0.05が抽出され、5%の統計的に有意な水準において重回帰分析の有効性が確

認された。また、自由度調整済み決定係数は0.0289、ダービン・ワトソン比は2.054843であ

る。この結果から、学校長の｢サポート行動(P＝0.01144＜0.05)｣は、養護教諭の｢モティ

ベーション意識｣を規定する変数であるといえる。しかしながら、学校長の｢積極行動｣につ

いては、規定要因としての有効性は抽出されていない。

次に、モティベーション行動においては、分散分析からF＝0.576198＜F(0.95)＝3.05516

2、P＝0.563246＞0.05が抽出され、統計的に有意な水準における重回帰分析の有効性を確認

することはできなかった。そこで、学校長の性差(性別の差異)を｢ダミー変数｣とする重回

帰分析を実施(表5)した。分散分析からF＝2.684978＞F(0.95)＝2.664107、P＝0.04868＜0.05

が抽出され、5%の統計的に有意な水準において重回帰分析の有効性が確認された。また、

自由度調整済み決定係数は0.031583、ダービン・ワトソン比は1.881713である。この結果か

ら、モティベーション行動を規定するのは、｢ダミー変数(P＝0.00972＜0.01)｣である学校長

の性差であること、学校長の｢積極行動｣および｢サポート行動｣のいずれも、規定要因とし

て有効なものではないことが確認された。

<表 4> モティベーション意識に関する重回帰分析 n＝156

回帰係数 標準誤差 標準回帰係数 偏相関係数 ｔ値 Ｆ値 Ｐ値

定数項 2.41279 0.34622 2.41279 6.96895 48.56629 8.92E‐11
積極行動 ‐0.07522 0.08254 ‐0.08042 ‐0.07347 ‐0.9113 0.83046 0.36357
サポート 0.23860 0.09321 0.22590 0.20265 2.55976 6.55235 0.01144

(出所 2010年の調査データから筆者作成)

<表 5> モティベーション行動に関する重回帰分析 n＝156

回帰係数 標準誤差 標準回帰係数 偏相関係数 ｔ値 Ｆ値 Ｐ値

定数項 3.14063 0.31828 3.14063 9.86746 97.36677 4.68E‐18
性別 0.42972 0.16409 0.20898 0.20778 2.61886 6.85842 0.00972

積極行動 ‐0.02592 0.06659 ‐0.03431 ‐0.03156 ‐0.38929 0.15154 0.69761
サポート 0.05671 0.07581 0.06647 0.06056 0.74802 0.55953 0.45561

(出所 2010年の調査データから筆者作成)
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2011年調査では、2010年調査の分析結果について、｢学校長の積極的な行動は、養護教諭

のモティベーション意識には、影響を及ぼさないこと｣について質問している。その結果、

｢全く納得できない｣9(4.3%)、｢あまり納得できない｣76(36.5%)、｢どちらともいえない｣
69(33.2%)、｢だいたい納得できる｣51(24.5%)、｢とても納得できる｣3(1.4%)のように、肯定

的な認知54(26.0%)、否定的な認知85(40.9%)と、否定的な認知が14.9pt高いという結果が抽

出された。

また、｢学校長の積極的な行動は、養護教諭のモティベーション行動には、影響を及ぼさ

ないこと｣について、｢全く納得できない｣7(3.4%)、｢あまり納得できない｣78(37.7%)、｢どち

らともいえない｣75(36.1%)、｢だいたい納得できる｣46(22.1%)、｢とても納得できる｣2(1.0%)

のように、肯定的な認知48(23.1%)、否定的な認知85(40.9%)と、否定的な認知が17.8pt高い

という結果が抽出された。

このように、養護教諭は学校長との関係性についてのメタ認知はそれほど高くないとい

うことが確認された。これらの結果は、養護教諭の体系的な｢キャリア開発＝CDP(Career 

DevelopmentProgram)｣を検討する際、重要な示唆を与えるものである。｢一人職｣という職

務特性を考えると、同じ養護教諭をモデリングの対象として学習することがきわめて困難

であり、研修のようなOff‐JTにおいて自己認知能力を向上させるプログラムを設定して、

その機会を提供することが重要10)であるといえる。

６. 養護教諭のＣＤＰのための基本的視座

ここでは、養護教諭におけるOff‐JTの機会である、｢全国養護教諭連絡協議会(全養連)11)｣
の｢年次研修｣の内容について検討をする。｢全養連｣は、養護教諭を構成員とする全国的組

織であり、養護教諭の能力開発のために、毎年、夏季に年次研修(希望者対象)を実施して

いる。これまでの第8回(平成17年度)研修会から第11回(平成20年度)研修会までは、｢保健

学習研修｣・｢カウンセリング研修｣の2項目がカリキュラムの中心であり、第12回(平成21年

度)研修会｢保健教育研修｣・｢カウンセリング研修｣および第13回(平成22年度)研修会｢健康

10) 養護教諭が一人職である以上、日常の職務遂行を通じて能力開発である｢OJT=On the job training｣には

限界があると考えるのが妥当であろう。その際、日常常務を離れての教育・研修のような｢Off-JT＝

Off the job training｣がより一層重要なものとなる。これは、事務職員の場合も同様であると考えられ

る。

11) 本協議会の目的、構成、沿革、事業内容などは、http://www.yougo.jp/　を参照されたい。
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相談研修｣・｢保健教育研修｣においても、同様に養護教諭の｢Nurse機能｣と｢Teacher機能｣だ
けに焦点をあてていた。

その後、第14回(平成23年度)研修会(表6)からは、全体の3分の2が｢組織マネジメント12)｣
にかかわる内容が占めており、これまでの｢Nurse機能｣と｢Teacher機能｣以上に、養護教諭の

｢Manager機能｣を強化することが重要な課題となり、第15回(平成24年度)研修会では、養護

教諭の｢メタ認知｣を高めることを目的とした、｢自己の認知能力を強化するプログラム｣を
導入、実施している。

この研修では、組織マネジメントにかかわる概念として、(1)組織、(2)マネジメント、(3)

モティベーション、(4)意思決定、(5)コミュニケーション、(6)リーダーシップ、(7)コンフ

リクト、(8)組織ストレスなどを採りあげ、これらの定義づけと現実のマネジメントにおけ

る解釈とを講義している。

これらは、｢組織行動論＝OB(Organizational Behavior)｣の主要概念である。また、組織行

動論は｢ハーバード・ビジネス・スクール｣など世界各国の｢ビジネス・スクール｣の
｢MBA(Master of Business Administration)｣において、必修科目として配置されている重要な

学問分野である。研修では、例えばリーダーシップにかかわる内容として、前述のリー

ダーシップの定義および概念規定、公式的権限とリーダーシップとの関係性、主なリー

ダーシップ研究の系譜、実践的な展開における留意点、リーダー研究とリーダーシップ研

究との相異点などについて説明している。

<表 6> 全国養護教諭連絡協議会年次研修会のプログラム

第14回(平成23年度)研修会

2011年8月18~20日

第15回(平成24年度)研修会

2012年8月2~4日

第1日
組織マネジメントとは

効果的な組織マネジメントの手法と活用

組織マネジメントとは

効果的な組織マネジメントの手法と活用

第2日
新の医学情報その1
新の医学情報その2

マネジメント力を生かした保健室経営

養護教諭のための災害対策

第3日 マネジメント力を生かした保健室経営
総合診療の実際

子どもたちの目の健康

(出所　櫻木2012c－全国養護教諭連絡協議会HPから作成)

12) 第14回研修会および第15回研修会の第1日、｢組織マネジメントとは｣と｢効果的な組織マネジメントの

手法と活用｣については、そのプログラム設計、研修の実施、フィードバックの全てを櫻木が担当し

ている。｢組織マネジメントとは｣では全体の70%が講義、30%がワーキングであり、｢効果的な組織

マネジメントの手法と活用｣では全体の10%が講義、90%がワーキングという比率である。
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いずれにしても、組織成員の能力を向上させることは、組織成員の成果を高めること

で、結果として組織全体の成果を高めることになるのであり、学校経営の機能をより向上

させるためには、組織成員に対する長期的・体系的な｢キャリア開発プログラム＝

CDP(Career Development Program)｣の一層の拡充が重要であろう。

７. おわりに

養護教諭をその対象として、日本の学校組織の有効性を検討する際、これまでは養護教

諭の｢Nurse機能｣と｢Teacher機能｣のみに焦点が当てられてきた。ところが昨今は、学校組織

への複雑・多様な要求、成果達成に対する圧力、導入された外部評価など｢外部環境｣の変

化から、従来の組織構造および組織運営(過程)など｢内部環境｣を変革することが要件とな

りつつある。それにしたがい、養護教諭に求められる機能について、新たに｢Manager機能｣
が加わることで、仕事環境、仕事意識、仕事行動に対して変化が推定されるとともに、養

護教諭の能力を開発するための｢CDP｣についても見直しが必要である。

本研究では、養護教諭のモティベーション、コミットメントについて因子分析を実施し

た結果、モティベーション意識、モティベーション行動、コミットメントの3因子が抽出さ

れ、養護教諭のモティベーション意識(3.006)とモティベーション行動(3.737)との間には、

平均点に大きな差異のあることが確認された。また、学校長のリーダーシップ行動につい

て因子分析を実施した結果、積極行動、サポート行動の2因子が抽出され、積極行動(3.647)

とサポート行動(3.368)との間には、平均点にはほとんど差異のないことが確認された。

そして、養護教諭のモティベーションに対するメタ認知を検証した結果、自分自身で完

結するメタ認知については、メタ認知が高い(肯定的な認知が多い)ことが確認された。ま

た、学校長のリーダーシップ行動からの影響に対するメタ認知を検証した結果、他者との

関係性にかかわるメタ認知については、メタ認知が低い(否定的な認知が多い)ことが確認

された。

これらの一連の結果から、(1)メタ認知の高いことが自身の課題を達成する際に有効な要

因であること、(2)一人職での配属のために｢OJT=On the job training｣に基づいてメタ認知を

高めるのが困難なこと、これらを前提として研修などの｢OFF‐JT＝Off the job training｣の機

会に、メタ認知を高めるプログラムを導入することの必要性が提言された。
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<表 7> 養護教諭の教育・研修の方向性

これまでの教育・研修
これからの教育・研修 対応機能

第1期 第2期

知識 知識 知識 Nurse機能

技能 技能 技能 Teacher機能

人間関係能力 人間関係能力 Teacher機能

問題発見能力 Manager機能

問題解決能力 Manager機能

自己認知能力 Manager機能

(出所　筆者作成)

表7は、教護教諭を対象とする｢教育・研修の方向性｣である。｢これまでの教育・研修｣の
｢第1期｣では、養護教諭の職務内容にかかわる｢知識｣、関係法令などを中心として、一部、

職務遂行にかかわる｢技能｣について実施されてきた。これは、養護教諭のNurse機能に焦点

をあてて、関係する授業についても意識したものとして認識される。次の｢第2期｣では、第

1期の研修内容に加えて、コミュニケーションにかかわる｢人間関係能力｣を重視する傾向が

顕著となる。これは、養護教諭のNurse機能とTeacher機能との両方に焦点にあてることで、

教育者としての養護教諭の役割期待の明確化として認識される。

そして、｢これからの教育・研修13)14)｣においては、｢問題発見能力｣、｢問題解決能力｣、
｢自己認知能力｣に焦点をあてる内容が確認されており、これからもより重視される可能性

がきわめて高いことが推測できる。学校組織および学校長は、養護教諭に対して、これま

で特定分野に限定してきた主体性を、その分野を拡張するだけではなく、学校組織を構成

する主体として、さらに学校組織を運営する主体として意識して、これまでの認識を変化

させつつあるものと見なすことができる。

また、養護教諭に対しては、Nurse機能、Teacher機能、Manager機能の3つの機能それぞ

れの向上が求められるだけでなく、3つの機能を連関させることで、学校組織の成果への高

い貢献を要求するものである。それを可能とするのは、長期的・体系的な能力開発プログ

ラムである｢CDP｣を保証することである。

これからの研究の展望として、近隣の韓国、台湾などの公立小中学校における養護教諭

13) 昨年度の研修から、その研修内容に｢問題発見能力｣｢問題解決能力｣｢自己認知能力｣向上にかかわるプ

ログラムを導入しているものの、現在は本格的な導入についての科学的な分析を実施している段階

であり、これからの重要なテーマであるといえる。
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のおかれた仕事環境、仕事意識、仕事行動などを調査・分析して、日本との比較研究に基

づいてその｢同質性｣と｢差異性｣を抽出することで、それぞれの国における課題を明らかに

することがあげられる。韓国および台湾は、政治体制、経済状況、教育に対する意識など

において、日本とはある程度の類似性が確認されており、養護教諭を分析対象としてその

意識と行動とを｢観測変数｣とする際、その周辺環境が｢統制変数｣として一定の機能を果た

すことに意味があるといえる。いずれにしても、組織成員である養護教諭は、組織人とし

ての側面のみに依拠して職務にかかわるわけではなく、社会人としての側面、家庭人とし

ての側面との複合的な関係性に基づいて参画する存在であることを認識して、その心理的

側面への科学的分析の視点を維持することが重要であろう。
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<要旨>
　

養護教諭の意識と行動に対するメタ認知

‒これからのＣＤＰの基本的視座‒
近、日本の公立学校組織においては、ステーク・ホルダーの要求に対応するために階層化する傾向がある。そのた

めに、組織成員としての養護教諭の意識と行動には変化が見られる。本研究の目的は、養護教諭のモティベーションと
リーダーシップにかかわるメタ認知を分析することである。2回のアンケート調査の分析に基づいて、検証に必要な4つ
の変数が抽出された。そして、養護教諭は自分自身のモティベーションに対しては、肯定的認知のあることが確認され
た。しかしながら、学校長のリーダーシップに対しては、否定的認知のあることが確認された。そして、メタ認知は組
織において成果を達成するための重要な要因であることが指摘された。これらから、本研究ではマネジメント機能に対
する養護教諭のためのCDPを構築しなければならないことを結論とする。

The Meta Cognition for Consciousness and the Behaviorof Yogo Teacher

‒ Perspective of CDP in the future ‒
Recently, Public School Organization has a tendency towards the hierarchizationto cope with the demand of the 

Stakeholder.Therefore a change is seen in consciousness and the behavior of the YogoTeacher as the member of the Organization.The 
Purpose of this Paper is to analyzeYogo Teacher’s Meta Cognition about their Motivation and Leadership.Based on analysis 
of two times of Questionarysurvey,4concepts necessary for inspection were extracted.And as for the Yogo Teacher, It was confirmed 
in one’s Motivation that there was the affirmative recognition. But it was confirmed in the leadership of the principal that 
there was the negative recognition.The point I want to make is that, Meta Cognition is an important factor for Result in 
Organization.We may go on from this to the conclusion that we must build Yogo Teacher’sCDP for the Management Function. 






